
＜MSBAフォトエッセイコンテストについて＞ 
 このコンテストは明治大学経営学部の学生または交換留学生であれば誰でも参加することが出来ます。 

 MSBAフォトエッセイコンテストに参加して、交換留学生と交流しましょう！ 

◆参加条件:  

  1．交換留学生と経営学部の学生を含む混合ペアまたはグループで参加すること。 

  2．交換留学生は配布されたMSBAオリジナルTシャツを着用して写真に写ること。 

◆フォトエッセイの内容:  

「MSBAにおける留学生活を写真と言葉で綴る」  
 経営学部における思い出や気持ち等を表現する写真を1枚～複数枚撮影し、 

英語による描写を添えて提出して下さい。 

◆フォーマット： 
 －枚数、文字数、形式は自由。 ＜例：コメント、日記、ストーリー、詩など＞ ※参考までに、サンプルをHPに掲載しています。 

 －写真の加工、フィルター等の使用は一切不可 

◆賞金:  
 フォトエッセイコンテストの賞金は、審査の上、上位３グループに授与されます。 

 ★最優秀賞 1万円（1本）    ★優秀賞 5千円（2本） 

◆提出方法:  
 写真とエッセイは経営学部事務室（sba@meiji.ac.jp）にメールで提出して下さい。 

  ※件名: MSBA Photo Essay Contest (代表学生氏名) 
  ※本文: グループ全員分の「氏名」および「学生番号」を記して下さい。 

◆スケジュール: 
  応募締切：2017年6月13日（火）11:30 
  結果発表：2017年6月27日（火） Oh-o!Meijiにて通知 

  表彰式： 2017年7月6日（木） 

※応募作品は，今後大学の広報活動に利用することがあります。このことに同意の上，ご応募ください。 

MSBA 
 PHOTO ESSAY CONTEST 2017  

交換留学生の新歓イベント開催！ 
 4月から経営学部で学ぶ交換留学生を歓迎するため、第2回MSBAフォトエッセイコンテストを開催します。 

このイベントを通して経営学部所属の交換留学生といい出会いをし、一緒に明大ライフを楽しみましょう！ 

問い合わせ先: 明治大学経営学部事務室    TEL: 03-3296-4194 

MSBAフォトエッセイコンテストHP: http://www.meiji.ac.jp/keiei/features/photoessay_contest.html 

MSBA オリジナルTシャツ 
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<Contest Details>  
  This contest is open to all MSBA students and the exchange students. Submit your best 
photos to the MSBA Photo Essay Contest and win a prize! 
◆Eligibility Guidelines:  
  1. Participants must be a mixed pair/group of one or more exchange student(s) and one  
      or more MSBA student(s). 
  2. Exchange students must appear in the photo with wearing the MSBA original T-shirt. 
◆How this contest works:  
 “Describe your college life in MSBA with photo(s) and words.” 
 Submit photo(s) accompanied with words, phrases, and/or sentences. Your photo essay can be a 
collection of your feelings or memories, or a story that you would like to share with us. 
◆Format:  
    - Number of photos, number of words, description method is free. 
        (e.g. Comment, Diary, Story, Poetry)   *You can check the Samples on the MSBA website.  

    - Please do not use any photo effects or filters. 
◆The Prizes:  
  There will be 3 lucky winners in this contest. 
   ★Best Award 10,000yen (x1 group)  ★Excellence Award 5,000yen (x2 groups) 
◆How to submit:  
 - Submit your Photo Essay to the office (sba@meiji.ac.jp) by Email. 
  *Subject: MSBA Photo Essay Contest (“Name of the group leader”) 
  *Body Text: Please write “Names” and “Student IDs” of your group members. 
◆Schedule:   
 - Submission deadline: June 13(Tue), 2017, 11:30am   
 - Announcement of results : June 27(Tue), 2017 via Oh-o!Meiji system 
 - Awards ceremony: July 6(Thu), 2017 

*Participants must permit that their photo essay may be used for promotional purposes by Meiji University in the future. 
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Welcome to MSBA! 
  MSBA will hold  the  Second MSBA Photo Essay Contest as a welcome event for our new exchange 
students. Let’s meet MSBA students and start to enjoy college life at Meiji Univ. together! 

Contact:  Academic Affairs Office, School of Business Administration, Meiji University 
Website: http://www.meiji.ac.jp/keiei/features/photoessay_contest.html   TEL: 03-3296-4194 

MSBA Original T-shirt  
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